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(Director: Prof. Tanekuni Nomoto)

m　　　　　*

顎顔面領域においては,外傷や腫症などによって生じ

た骨欠損に対する唄噛,発意および審美機能の回復はき

わめて重要な課題である｡従来,これらの骨欠櫨部の修

復には新鮮自家骨移植が行われト3),最近では更に同種

保存骨移植もなされている4,5)｡しかし新鮮自家骨移植

は生体にかなりの侵襲が加わり,また同種保存骨移植は

その供給量も限られていることから,各種人工生体材料

が開発され,現在その-部は臨床応用されている6-8)｡

これらの人工生体材料の中で多孔性セラミックス･合成

ヒドロキシアパタイト(Porous Ceramic Hydroxyapa-

tite以下, PC・HAPと略す)は,生体親和性が高く骨

欠損の補壊に幅広く応用されている9-13)その場合PC

HAPの表面に接して骨形成が起きるが14,15)それ自

体には骨形成能はないといわれている16-18)｡そのため骨

欠損部に骨補壊材として使用する場合,骨形成能を有す

る組織とともに応用する方がより効果的と考えられ,そ

の方面からの基礎的な研究もなされている19-20)しかし

*本論文の要旨の一部は,第12回日本バイオマテリアル
学会大会(平成2年10月12日,筑波),第243回東京歯科大
学学会(平成3年6月8日,千葉)において発表した｡

それらの多くはPC・HAPを骨の部分的欠損部や骨膜

下に移植し,骨親和性をみたもので, PC・HAPは母

床から形成された骨組織で固まれ, PC・HAPが骨形

成能を有する組織に直接どの様な影響を与えるかを観察

する実験としては不適当といえる｡さらにPC・HAP

を骨形成能のある組織とともに皮下に直接移植した実験

も報吾されているが21)その場合,周囲組織の線維性結

合織の影響を遮断できない｡そこで著者は骨形成に関す

る因子を制限することができるdiffusion chamber(以

T, DCと略す)を用い,造骨系酬包の他に造血系細胞

を含む膏髄と,造骨系纏月包のみが存在する骨膜による骨

および欧骨形成がどの様に展開されるか,さらにPC･

HAPを加えた場合どの様な影響をおよぼすかを病理組

織学的に観察し,興味ある結果を待たので報吾する｡

研　究　方　法

実験動物として体重2. 5-3. 0kgの雄性成熟白色家兎

32羽を使用した｡恒濫恒温に保たれた飼育室内で金属

ケージを用い1ケージに1羽ずつ飼育したO飼料はRC

-4(オリエンタル社製)を1日につき約150g,水は水

道水を与えた｡ PC.HAPとして, TDK社製額粒I分

子式Cal｡(PO4)6(OH)2}を用いた｡頼粒の直径は0. 50
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･0. 59mmで,気孔径は20-50/zm,焼成温度は1350-C

である｡

DCは外径14mm,内径10mm,厚さ2mmのものを

用い, Millipore filter(以下, MFと略す)はporeサイ

ズ0.45〃m,厚さ150〃m(いずれもMillipore社製)を

使用した｡

実験方法は, 1%ベントバルビタール).5mg/kgの耳

静脈注射による全身麻酔下で腔骨部および腹部を広く剃

毛した後,動物を背位に固定し,十分に消毒を行い,腔

骨骨幹中央部より骨麓を達意深く剰離採取し,これをす

みやかに4 × 5 mmに細分し生聖食塩液中に保存した｡

さらに同部に歯科用エンジンとラウンドバーで骨髄腔に

達する穴を2つ形成し,その片方の穴より穿刺吸引骨髄

針を用いて骨髄を採取し,生理食塩液で可及的に血液成

分を洗い流した後,生理食塩液中に保存した｡骨髄採取

部よりの止血を確認し,創部を峰台,十分に消毒した｡

保存した骨髄をそのままの状態で分析天秤を用いて約

0.04gに秤量,分割した｡

これら保存してある骨髄,骨膜とPC・HAP顆粒

を,図1に示すようにクリーンベンチ内で片側を封入用

MFセメント(Millipore社製)を用いて閉也したDC内

にいれ,鼻後に反対側を同様のMFセメントで閉鎖し

た｡

なお,本実験に先立って行らた予備実験において,

PC・HAPのみをDC内に封入した場合には軟骨およ

び骨組織の形成はみられなかった｡

図2に示すように対照群としては骨髄単独,骨麓単

独,実験群としては骨髄+PC-HAP混合,骨膜+PC

・HAP混合としたo骨髄+PC-HAP混合群では,骨

髄はPC・HAP癌粒とよく混ざり合うように,また

ョ

◎

骨膜単独群および骨膜+PC - HAP混合群では骨廉は

骨付着面すなわちカンビウム層がDCの内面を向き,折

り曲がらないように封入した(図2)｡

このように準備されたD Cを同一の家兎腹腔内に互い

に憂なり合わないように6から8個ずつ自家移植したo

腹膜,筋層,皮膚を窯色絹糸で縫合後,ポピドンヨード

原液で皮膚消毒を行い手術を終了した.なお術後抗生剤

の投与は行わなかった｡

DC内に封入する試料の室としては, PC・HAP顆

粒:0.02g,骨髄成分:約0.04g,骨膜: 4mmX5

mmとした｡

移植後1, 2, 4,　遇後にベントバルビタール耳静

脈麻酔下にDCを摘出した｡摘出後直ちに10%ホルマリ

ン溶液で1週間固定後, 10%蟻酸にて1週間脱灰した｡

その後,図3に示すようにDCよりMFをメスでくり抜

き,これを4分割し,両面のMFに囲まれた部分が観察

できるようにパラフィンに包埋し薄切をし,これにヘマ

トキシリンエオジン染色(以下HE染色と略す)および一

部にはpH7.0のトルイジンブルー染色(以下TB染色と

略す)を施し光学顕微鏡で観察した｡また採取した骨膜

および骨髄の-部は,組織の確認のため摘出後ただちに

上記固定液で固定後標本を作成した｡

なお,肉眼的にMFの破損がみられた例および轟貢微鏡

下で血管増生をともなった旺盛な骨新生がみられた例

は, MF破損例として除外した(DC総数: 188個,骨髄

単独群:51,骨膜単独群:50,骨髄+PC-HAP混合

群:42,骨膜+PC・HAP混合群:45)c

各群,各適例ごとに作成した標本から軟骨および骨組

織の形成状態を観察し, 4分割した断面に軟骨および骨

組織形成の見られたものについては,更に厚さ4 〃mの

③　　　　　④　　　　　⑤

≡
==∃　I T-r--　-q-i

図1　DC作製法の模式図
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図2　試料の封入方法を示す模式図

準連続切片を5枚作成した｡その5枚の準連麓切片の中

の1枚を無作為に抽出し,その標本の断面をインスタン

トカラーフィルムで撮影し,それを合成,各断面の30悟

の写貢を作成した｡それらをライズ社製2次元手動計測

プログラムEM- 1を用いて,断面で観察された全ての

軟骨および骨組織の面積を計測,集計し,各実験#,各

週例ごとに1 DC当たりの平均軟骨および骨組織形成量

を求めた｡

実　験　結　果

実験結果を記載する前に採取した骨髄成分と骨髄の組

織所見について述べる｡

骨幹から採取された骨髄組織には魔粒球系,赤芽球

系,リンパ球系細胞とともに大きな脂肪細胞が多数混在

していた(図4 a)｡纏綿細胞と細桐線椎あるいは,早

球,巨核球系の細胞や肥満細胞も観察されたが,採取さ

れた骨髄には明らかな骨片や骨芽細胞あるいは破骨細胞

の混入は認められなかった(図4b)｡なお, DC内に封

入する骨髄の有核細胞数を知るために血球計算板を用い

て測定したところ,約1.3×107個であった｡

剥離された骨膜は2層構造であり骨付着面には類円形

の核を有する綿胞が2-3層存在しカンビウム層を形成

していた｡その外伽には線維層および小血管を含む組織

がみられた(図5)｡

1.骨髄単独群について

移植後1過例では, DC内は大部分骨髄中の血球成分

と脂肪組織で占められていたが(図6 a),一部には線維

芽細胞の増生がみられたo　この細胞増生はMF側で顕著

であったが(図6b), TB染色でメタクロマジーを示す

ような軟骨基薯はみられなかった0

2過例では顧粒球系骨髄細胞は減少し,逆に線維芽繍

年も→竺
④4分割　⑤パラフィン包埋

/

⑥靭l

竺
図3　標本作製法の模式図

胞などの間賛系の細胞の増産がみられた｡ 13例中1例

( 8 %)にわずかに軟骨組織の形成がみられたが,微量の

ため形成室の測定は不能であった.

4適例では脂肪細胞も少なくなりMF側で欧骨形成が

顕著となり,肥大した軟骨細胞がDC内の大部分を占め

ていた(図6 C)｡さらにその形成された軟骨のMF価

に,帯状に骨組織が観察された｡骨と軟骨との境界は不

明瞭で,肥大した軟骨細胞に接して小形の舶包を含んだ

好酸性の骨基賛が認められた(図6 d)<

8過例では軟骨および骨組織の形成室が増大し(図6

e),中央部は軟骨組織が占め,両価のMF内面に沿っ

て細長い骨組織の形成が認められた(同矢印)oまた軟骨

に接する骨組織の一部には明らかな層板構造がみられ

(図6 f),骨細胞の埋人がみられた(同矢印)O　この時期

になると初期例にみられた骨髄の東粒球系細胞はほとん

ど認められず, DC内は軟骨および骨組織で満たされて

いた｡

2.骨膜単独群について

移植後1過例では,全例において, MFに沿って移植

された骨膜片からの線維増生が生じていた｡また14例中

4例(29%)では骨膜の線椎細胞層に面したMF側に沿っ

-　3　-
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図4a　封入する骨髄(×150)脂肪細胞とともに骨

髄細胞が認められた｡
b　同拡大図(×600)頼粒球系,赤芽球系など

とともに脂肪綿胞がみられたが,骨芽細胞や

破骨細胞はみられなかった｡

図5　封入する骨麓(×240)カンビウム層と線維層
が認められた｡

てわずかながら軟骨形成が認められた(図7 a)c　これら

の円形ないしは楕円形の軟骨細胞はクロマチンに富む小

型の核をもち(図7 b),軟骨基質はTB染色でメタクロ

マジーを宣した.軟骨の周回では細胞増生が屋貢著であっ

たが,明らかな骨組織の形成はみられなかった｡

2週例においては移植骨膜片とMFの問に帯状に形成

された新庄軟骨が増加し,さらにそのMFに接する部分

にはヘマトキシリンに好染する基薯をもつ骨組織の形成

が認められた(図7 c)c　新庄軟骨はクロマチンに富む大

型の円形ないしは戴円形の核を持った細胞を多く含んで

いるが, MFに接して形成された骨組織にはさらに小型

の細胞の埋人がみられた(図7 d)｡

4週例においても2週例とほぼ同様の組織像であった

が,新生軟骨には肥大した細胞が観察され,欧骨形成量

はわずかに減少していた｡

8週例では軟骨組織がD Cを完全にを満たす例もみら

れ,骨組織の室も明らかに増加していた｡これらの例で

は骨膜に接して肥大した軟骨細胞がみられ,軟骨の外側

では骨組織へと連続していた(図7 e矢印)O新生骨の一

部は層板構造を有LMFと直接しており素質内にも小型

の核を持った骨編胞が認められた(図7 f )｡

3.骨髄+PC-HAP混合群について

1適例において脂肪細胞,栗粒球,赤血球などの骨髄

成分と脱灰されたPC詛HAPが混在して認められ(図8

a), MF側には大型の核を持った幼若な細胞が増殖し

ているのがみられた(図　b)｡この部位はTBl染性で

あった.またPC・HAPの周囲にも紡鍾形の細胞の増

産がみられ, TB染色陽性であった｡

2週例ではDC内の細胞成分は著明に増加し, PC

HAPを囲むように軟骨組織や細胞増生がみられた(図

8 c)｡軟骨細胞はクロマチンに富む円形ないしは楽円

形の核を持ち,これらはPC・HAPと密に接してい

た｡ MFに沿った部分では軟骨の外伽すなわちMFに面

して骨組織が形成されており,その表面には骨芽細月包が

一例に規則的に並んでいる像がみられた(図8 d矢印)0

4週になると軟骨細胞は肥大したものが多くなった｡

一部では軟骨組織またはMF面から延長した骨組織が

pC・HAPと接している像が認められた(図8 e)｡ま

た骨組織のMF側には骨芽細胞が並列している像が観察

された(同矢印)｡またMFと骨組織に接して多核巨細胞

が観察された例もあった(図8 f矢印)｡さらに一部の例

では軟骨組織内にも多核巨細胞がみられた(図8 g)｡な

お多核巨細胞がPC.HAPに接している像はみられな

かった｡

8週例ではPC詛HAPの周囲には細長い核を持った

編胞や軟骨基質がみられたo　またMF側に位置するPC

HAPの周囲には軟骨だけでなく,骨組織も接してみ

られた(図　h)c　一部ではPC・HAPの気孔内にも紡

4　-
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鍾形の核をもった細胞質の乏しい細胞や,軟骨基質の寝

入がみられた(図8 i)｡

4.骨漠+PC-HAP混合群について

移植後1週例においては骨膜からの線維芽細胞の増殖

がみられ,特にMFに接した部位では密に増生した線維

束がみられた(図9 a)｡またDCの中心側に位置する

PC.HAPの周りにも間葉系綿胞が集積しているのが

見られ, PC・HAP気孔内にも紡鐘形の細胞が侵入し

ている像が認められた(図9 b矢印)o　これらの細胞はク

ロマチンに富む核を持ち,骨髄　PC-H､AP混合群で

PC・HAP周囲に集積した綿胞と類似していた｡しか

し骨膜単独群や骨髄+PC - HAP混合群の1過例でみ

られた様な軟骨形成は認められなかった｡

2週例ではPC・HAPを因むように線椎成分や軟骨

組織がみられ,さらに一部の例ではMFに面した部位に

小塊状の骨組織が見られた(図　C)c　この様な例では

MF側より順に骨組織,軟骨組織, PC詛HAPが並ん

でいた｡ただし新生骨組織には骨髄+PC-HAP混合

群のような骨芽細胞の配列や多核巨細胞はみられなかっ

た.またPC・HAP内には線維芽細胞が皮入している

像や(図9 d矢印),一郭では軟骨基質が入り込んでいる

像が観察された｡榎大した細胞は1過例と比較すると核

の大きなものが多く,その数や基薯の室も増加していた

(図9e)｡

4過例では多くのPC・HAPの周りを軟骨組織が取

り囲んでいた｡また両側のMFに沿って新生された骨組

織もその厚みを増していた(図9 f)｡なお軟骨組織がわ

ずかで,線維芽細胞の増塗した部分と骨組織とが連続し

た例も見られた｡骨組織はMFに密に接していた(図9

g)｡多くの例では骨膜をはさんで両側のMF側に骨組

織がみられ,この様な例では骨組織の外側は骨芽綿胞の

著明な増産が認められた(図9 h)｡またPC.HAP気

孔内に欧骨ないしは骨基薯が形成されている像が認めら

れた(図9 i)｡

8週例では形成された軟骨でDC内は充満し,その軟

骨の外側には幅の広い新生された骨組織がみられた(図

9 j)｡軟骨には肥大した細胞が多く,これらはPC･

HAPと密に接し,気孔内に細長い骨栗が形成された像

も観察された(図9 k矢印)｡骨髄+PC-HAP混合群

に認められた多核巨細胞は,骨膜+PC-HAP混合群

ではほとんど認められなかった｡

miSi

小　　　　　括

上　軟骨および骨組織の形成状態

D C内に形成された組織はほとんどが軟骨組織で,対

照群と実験群ではその形成量に大きな差巽があるものの

形成位置はきわめて幾似していた｡

図10は,移植後4適例の軟骨および骨組織の形成状態

を模式化したものである｡対照群の骨髄単独群と骨膜単

独群は,ほぼ同様の形成状態を示した｡すなわちMF側

から生じた軟骨組織がDC内に部分的にみられ,一部で

は対側の軟骨と連続するように形成され,それらの外

価,すなわちMFに接した側には帯状に骨組織が形成さ

れた｡ D C中心部には骨組織の形成は認められず,骨芽

編胞の出現もMF側に限定されていた｡

実験群においては骨髄+PC - HAP混合群と骨漠+

PC・HAP混合啓もほぼ同様の形成状態を示したo軟

骨はPC・HAPを取り因む様に形成され, 4過例ではほ

ぼDC内に充活していた｡なお軟骨基寛の一部はPC･

HAPの気孔内にも入り込んでいた｡ MFに接した側に

は骨組織が形成されるので,ここに位置したPC･

HAPは部分的に骨に固まれ,またその気孔内には骨組

織が俊入形成されていた｡また骨組織の外側に1列に並

ぶ骨芽細胞が認められた｡軟骨組織や骨組織の形成され

る位置については, 2つの実験群で差異がみられなかっ

たが,骨髄+PC- HAP混合群では軟骨内やMF側に

多核巨細月包がみられ,形成された軟骨や骨組織が吸収さ

れる傾向があることが示唆された｡また気孔内に浸入す

る細胞や茎葉にも若干の差がみられたoすなわち骨膜+

PC・HAP混合群では寝入する細胞も核が大型で早期

から観察され,侵入する基薯の室も多く,しかもこれら

は経時的に増加していた｡

2.軟骨および骨組織の形成茎

図11は各群の各過例ごとの標本断面にみられた軟骨お

よび骨組織の総面積をDCの数で除した, 1 DC当たり

の平均形成室をグラフ化したものである｡

対照薪のうち骨髄単独群では早期にはほとんど軟骨の

形成がみられず, 8過例で急激に軟骨や骨の形成量が増

加した｡骨膜単独群では1過例より軟骨形成がみられ,

2過例からは骨組織の形成もみられたが,その量はきわ

めて少なく経時的にも形成室の急激な増加はみられな

EBFS!

実験群のうち骨髄+PC-HAP混合群では1週例よ

り欧骨形成がみられ, 2過例で形成量が増加したが以後

減少した.骨組織の形成量にもあまり変化はみられな

かった.経時的に減少傾向を示した群は,この啓のみで

-　5　-
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骨散　　　　　　　　　　骨膜

骨散+PC-HAP 骨膜+PC-HAP

図10　対照群および実験群における移植4過後の軟骨および骨組

織の形成状態を示す模式図

骨髄単独群とほぼ対照的な現象がみられた｡

骨膜+PC - HAP混合群では,軟骨および骨組織の

形成量は経時的に増加し, 8週例では特に最著で全実験

群中最も形成茎が多かった｡

^5　　　　　　　　stJ

1.骨髄,骨膜の軟骨および骨組織形成能

骨髄細胞は機能的および形態的に,間薯細胞系と造血

綿月包系の2つより成り立っている｡前者は網状細胞や血

管壁よりなり海綿状構造のネットワークを形成し造骨能

を持ち,後者は間賛細胞のネットワークに支えられてお

り,種々の血球としての機能の他に骨吸収作用を持つも

のも含まれているといわれている22)｡そしてこれらの骨

髄細胞は多くの異所性骨化実験や誘導実験でも明らかな

ように23-27)軟骨あるいは骨への分化と密接に関わり合っ

ているo骨嚢細胞の移植実験は古くから行われ28,29)著

者のようにDCを使用した報告もみられる｡ Frieden-

steinら28)は骨髄培養細胞を封入したD Cを腹腔内に移

植し, 59%に骨形成をみている｡またAshtonら29)は全

骨髄細胞あるいは骨髄より培養した線維芽細胞をD C内

にいれ腹腔内に同種移植し,全例に軟骨および骨組織が

みられたと報害している｡このように骨髄内の細胞君羊は

それ自身が軟骨や骨を形成する能力を持っているといわ

れている30)｡

著者の骨髄単独群では経時的に軟骨および骨組織の形

成室は増加し, 8週例では11例中9例(82%)のDCに骨

組織を含む軟骨形成が認められた｡組織学的には早斯で

は線維芽細胞の増生があり,ついで軟骨が形成され,さ

らにMFに沿ってわずかに層板構造を持った骨の形成が

観察されたo　これは骨髄中に含まれる骨原生の未分化間

葉細胞が分化し骨や軟骨を形成したと考えられる｡

Bassett 31)は未分化問葉細胞を培養し,好気的条件下

では骨形成が,嫌気的条件下では軟骨が形成されると報

吾している｡血管系の無いD C内は嫌気的な環境と考え

られるので軟骨形成が主体である｡またDCの中心部よ

りには軟骨,その外側すなわち体液交換の良いMFに接

する側では骨組織が形成されたと思われる｡

一方,骨膜の骨形成能も実験的に知られており32-36)

6　一
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※1形成室微量のため測定不能
丑2歓骨33×ioW/個

図11対照群および実験群における1DC当りの軟骨および骨組織の形
成室とその種楽

Burmanら32)は家兎腰骨骨膜を薪肉内に白家移植し,

移植片に骨膜のカンビウム層を含む場合には明らかな骨

新生が認められたと報害している｡このように骨膜のカ

ンビウム層は造骨能のみを持ち,骨髄のように骨吸収能

は持っていないといわれている｡また森戸37)はカンビウ

ム層を含む骨膜をカンビウム層がMFに接するように

DC内に封入後家兎皮下に移植し, MFが完全封蹟され

ていれば軟骨を形成し, MFに破損があれば軟骨組織の

他に骨組織の形成を認めたと報害している｡著者の実験

では完全に封蹟された状態でも骨を含む軟骨形成が認め

られた｡これは著者の実験ではカンビウム層がDCの中

心を向くようにDC内に封入し家兎腹腔内に自家移植し

ていることから,カンビウム層の向きの違いによる差も

考えられるo　しかし著者らが以前行ったDC皮下移植実

-　7
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験38)では森戸と同様に骨の形成は認められなかったこと

から,今ODC内に骨形成がみられたのは,体液の交換

の良い腹腔内に移植したためと恩われる｡また,欧骨お

よび骨組織形成室は全体として増加傾向を示したが, 4

週例では若干の減少を認めた｡これは骨膜の線維層を多

く採取した可能性が考えられる｡

2.骨髄,骨膜の軟骨および骨組織形成におよぼすPC

HAPの影響

生体人工材料と骨髄細胞を混合して移植した実験は数

多くあり,その中では多孔性PC.HAPと骨髄細胞を

置接皮下に移植すると骨組織が形成されるとする報吾が

多い19-21.3掴2).例えば柴田19)は新鮮自家骨髄とPC ･

HAPを家兎の皮下ならびに顎骨欠損部に埋入し,皮下

では7日目から類骨の形成がみられ, 21日以後は骨の成
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熟化と改造現象を観察しているOまたOhgushiら39)も

骨髄纏月包をPC・HAPと混合してラットの背部皮下に

移植すると3週目より軟骨を介さずに初期の骨形成が

PC・HAPに接して観察されると報吾している｡ DC

を利用した著者の骨髄+PC - HAP混合群では早期か

ら軟骨形成がみられ,その形成室も2過で骨髄単独群の

8過例とほぼ同室となるものの経時的には滅少傾向を示

した｡これは1つは著者の使用した骨髄は骨幹中央部よ

り採取されたもので,臨床に応用される腺骨骨髄のよう

に骨芽細胞や,骨片などがほとんど含まれないことも関

係していると思われる.さらに, 2週例以後には骨髄成

分中のある種のものが骨形成増強だけでなく骨形成阻害

へと働いている可能性がある｡骨髄中の造血系細胞には

骨や軟骨の分化を抑制するばかりでなく積極的に骨や軟

骨を吸収する能力を持っているものが含まれているとい

われている｡ Hirano　によれば全骨髄細胞をbone

matrix gelatin(以下BMGと略す)上で2 - 3週間器

官培養するとBMG上には単核細胞,多核巨編胞などが

観察され軟骨形成はわずかであると報告されている｡さ

らに被は継代骨髄細胞は継代の初期には軟骨へ分化する

細胞群が優位であるが,継代を重ねるにつれBMGを吸

収する単核球が優位になると述べている｡ DCを用いた

実験としては岩野ら44)が多孔性円板状セラミックス･ H

APを単一細胞区分とした骨髄細胞とともに, DC内に

封入し腹腔内に自家移植して, 4週後のDC内アルカリ

フオスファクーゼ活性を測定している｡その結果,骨髄

単独例より混合例は明らかに低値を示したことよりPC

HAPがDC内での骨,軟骨形成を抑制あるいは,

管,軟骨形成に必要な体液の拡散を阻害したと報告して

いる｡彼らの実験では形態的な観察はされていないの

で,著者の実験と比較することはできないが,本実験の

結果からPC・HAPは初斯において軟骨および骨組織

の形成能を増強させると考えられるo　ところが4週以後

は軟骨および骨組織形成室は減少傾向をたどり,形態学

的には明らかな吸収嵩はみられないものの,軟骨蓋賛内

やMFに沿って骨組織と接して多核巨編胞が観察され

たo　これは早期に軟骨および骨組織が形成されたため,

引き続いて造血系細胞による軟骨および骨組織吸収が現

れた可能性,あるいはPC・HAPの存在が軟骨および

骨組織の吸収を引き出した可能性が考えられる｡しかし

ながら骨膜+PC-HAP混合群ではDC内いっぱいに

軟骨および骨組織が形成されてもこれらが吸収される傾

向は全くみられないことから,骨髄+PC・HAP混合

群の4週以後にみられた吸収はPC・HAPの異害作用

ではなくて,骨髄に含まれていた造血系細胞によるもの

と思われるO近年造血幹細胞に近い未分化な細胞を破骨

綿胞の起源とする報吾45)が多く,この骨髄+PC - HAP

混合群の4過以後に観察された多核巨細胞も骨髄の単核

巨細胞から生じた可能性が強いo　ちなみに骨麓は骨髄の

ように軟骨および骨組織を吸収する園子を持たないため

に,この骨膜とPC.HAP混合群では軟骨や骨組織に

接する多核巨編胞の出現はみられず, MFに接する巨編

胞もきわめてわずかであった｡

結　　　　　論

骨髄および骨膜の軟骨および骨組織形成におよぼす多

孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタイトの影響を

検討するためにdiffusion chamber内に骨髄,骨膜,

骨髄+多孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタイ

ト,骨膜+多孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタ

イトを封入し家兎腹腔内に自家移植した｡移植後1, 2,

4, 8週で摘出し,軟骨および骨組織の形成状態を観察

した｡またその形成室を計測し以下の結果を待た｡

1.骨髄,骨膜の単独群では軟骨および骨組織の形成

室は経時的に増加傾向を示した｡

2.多孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタイト

+骨髄混合群では早親に軟骨および骨組織形成がみられ

たが,形成室は2週例が最大でその後は減少した.これ

は骨髄中の造血系細胞の骨吸収を引き出したことが考え

られる｡

3.多孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタイト

+骨膜混合群では軟骨および骨組織形成室が経時的に増

加し, 8過では実験君羊中表大の形成室がみられた0

4.　新生した組織は大部分が軟骨組織であり,

Millipore filterに接して骨組織が帯状に認められた｡

以上より多孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタ

イトはdiffusion chamber内では,骨漠の軟骨および

骨組織形成能を増強させることが明らかになった｡しか

し骨髄に関しては,初斯には軟骨および骨組織の形成を

増強するものの,やがて吸収が生じる可能性が示唆され

m
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Porous ceramic hydroxyapatite (PC・HAP) has high biological affinity, and bone has been

observed to form on its surface. In this study, The author employed diffusion chambers

(DCs), which minimize number of factors that could influence osteogenesis, to evaluate the

effects of PC・HAP on bone formation induced by bone marrow and periosteum.
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Subjects were 32 male rabbits weighing about 2.5kg each. Bone marrow and periosteum

were obtained from tibiae under pentobarbital anesthesia administered by intravenous injection.

The following materials were used in the quantities indicated : 0.02g of PC・HAP particles

(TDK COつ Tokyo) ; about 0.04g bone marrow (1.3 x 107 nucleated cells) ; and periosteum cut

into pieces about 4 x 5mm in size. The materials were placed in DCs with 0.45/zm millipore

filters (MF) and then transplanted into the peritoneal cavities of the rabbits.

Four different experiments were designed involving these groups : a group involving bone

marrow only, a group involving periosteum only, a group involving bone marrow plus PC

HAP, and a group involving periosteum plus PC・HAP. The DCs were removed during the

first, second, fourth, and eighth weeks after transplantations and were examined under a light

microscope to determine frequencies of cartilage and bone formation.

Formation of cartilage and bone increased as time elapsed in the groups involving bone

marrow only and periosteum only. We detected formation of cartilage and bone at a much

earlier stage in the group involving bone marrow plus PC・HAP, though bone formation

reached a maximum 2 weeks after transplantation and decreased thereafter. In the group

involving periosteum plus PC・HAP, frequency and amount of new-bone formation increased

with the passage of time, maximum bone formation occurred 8 weeks after transplant.

Most of the new formation was cartilaginous tissue. It assumed a beltlike form on the

millipore filter.

These results suggest that porous ceramic hydroxyapatite increases formation of cartilage

or bone induced by the periosteum. In the case of bone marrow, however, whereas it stimulates

generation of cartilage or bone at an early stage, these tissues may be absorbed later.

蝣^
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付図に使用した暗記号
B :骨髄成分
C :軟骨

CL:カンビウム層

D C : Diffusion chamber

F : Millipore filter (MF)

FL:線推層
H :多孔性セラミックス･合成ヒドロキシアパタイト尭粒(PC詛HAP)
NB :新生骨組織

P :骨膜

付図説明

( )内の数字は倍率を示し,組織標本はすべてHE染色である｡

図6 a　骨髄単独群1週例(×40) DC内は骨髄成分が主体で線推芽舶包の増生がMF側の一部で観察された.

b　同拡大図(×80)脂肪細胞,頼粒球系細胞などと共に線維芽細胞がみられた｡

C　骨髄単独群　4週例(×50) MFに沿って軟骨が形成され, MF内はほとんど軟骨で溝たされ,軟骨のMF側
に骨組織が認められた｡

d　同拡大図(×120)欧骨組織と骨組織の境界は不明蛭で,骨組織はMFに沿って帯状に認められた｡

e　骨髄単独群　8過例(×30) DC内に軟骨が充活しており,帯状の骨組織の形成が両側のMFに沿って認めら
mm

f　同拡大図(×200)層板状の骨組織が認められ骨小腔内に骨細胞(矢印)が認められた｡

図7 a　骨膜単独啓1週例(×100)骨膜の線維成分の増生とわずかな軟骨形成が認められたo
b　同拡大図(×200)軟骨組織は核がヘマトキリンに濃染する小円形の細胞からなっていた.

C　骨麓単独群　2週例(×120)骨膜とMFの間に帯状の骨組織が認められたo

d　同拡大図(×150)軟骨綿胞は肥大し, MF側の一部では小型の濃染する核を持つ細胞が埋大した骨組織がみら
れた｡

e　骨麓単独群　8週例(×30)軟骨組織がDC内を満たし肥大した軟骨編胞が観察され,軟骨の外側に帯状の骨
組織が増加していた｡

f　同拡大図(×120) MFに沿って形成された新生骨には層板構造が認められた｡

図8 a　骨髄+PC-HAP混合群1週例(×60)脱灰されたPC・HAPと脂肪細胞のみられる骨髄成分が認められ
た｡

b　同拡大図(×200) PC・HAPの周囲あるいはMF側に幼弱な細胞が増殖しているのが認められた｡

C　骨髄+PC-HAP混合群　2週例(×40)細胞成分は増加し, PCHAPを薗むように軟骨組織が認められ
た｡

d　骨髄+PC. HAP浪合群　2週例(×240)新生軟骨のMF側の新生骨組織に接して骨芽細胞がMF側に並ん
でいるのが認められた(矢印)0

e　骨髄+PC・HAP混合群　4週例(×120) PC・HAPに接した軟骨細胞は肥大し,そのMF側には新生骨組

織がPC. HAPを因むように観察された. MF側骨組織には骨芽綿月包が観察された(矢印)｡
f　骨髄+PC-HAP混合群　4過例(×300)骨組織とMFの間に多核巨細胞(矢印)が観察された

g　骨髄+PC- HAP混合群　4週例(×300)欧骨内に多核巨編月包(矢印)が観察されたo

h　骨髄+PC-HAP混合群　8過例(×99) MF側の新生骨組織の幅の増加が認められ, PC・HAPに接して軟
骨や骨組織が観察された｡

i　同拡大図(×300)一部ではPC・HAPを囲むように骨組織が形成され,基薯の一部が入り込んでいるのが観
察された.

図9 a　骨膜+PC.HAP混合群1週例(×50)脱灰されたPC・HAPと線維芽細胞の増殖した骨膜が認められた.
b　同拡大図(×120) PC・HAPの周薗に線維芽細胞の増殖が認められた｡内部にも同様の細胞が網状に認めら
れ,一部は周囲と連綻していた｡

C　骨膜+PC-HAP混合群　2週例(×120) PC・HAPを囲むように軟骨が観察されMF側には小塊状の骨組
織も認められた｡

d　同拡大図(×240) PC・HAP額粒内にさらに多くの線維芽編胞(矢印)が入り込んでいるのが認められた｡

e　骨膜+PC・HAP混合群　2週例(×240) PC・HAPを囲む幼弱な森田胞や肥大した軟骨組織も認められ,PC
HAPへ軟骨基質の一部が侵入しているのが観察されたo

f　骨膜+PC-HAP混合群　4週例(×30) DC内にPC・HAPを因む軟骨が充満しているのが認められ, M
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F側に新生骨が観察されたo

g　同拡大図(×120) MF側より新生骨組織,線維芽編胞, PC・HAPの順でみられる例も認められた｡

h　骨膜+PC-HAP混合群　4週例(×400)骨膜の対側のMFに沿っても骨組織がみられ,骨芽細胞の著明な

増産が認められた｡

i　骨膜+PC- HAP混合群　4週例(×300) PC・HAP気孔内-の軟骨基質の寝入が顧著であった｡骨芽捌包

や多核巨編胞はみられなかった｡

j　骨膜+PC-HAP混合群　8週例(×50) PC・HAPを固むように著明な軟骨増生がみられ,その外側には幅
の広い帯状の骨組織が認められPC. HAPを部分的に囲んでいた｡

k　同拡大図(×300) PC・HAP内部には倭人した素質や細胞が著明にみられ,一部では細い骨翼の寝入が観察

された(矢印)0
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